
種別 期日 種目 人数
松岡　優太(2)  17.32 (-0.5) 田中　太智(2)  17.68 (-0.5) 中村　建翔(2)  18.59 (-0.5) 根田　旺佑(2)  18.74 (-0.5) 榎本　巧(2)  19.14 (-0.5) 小倉　拓也(2)  19.61 (-0.5) 堂浦　光汰(2)  19.86 (+0.6) 榊　久輝(2)  19.88 (-0.5)

上岩出小学校 野崎Ｔ＆Ｆ 海南アスリート 宮小学校 海南アスリート 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 和歌山陸上クラブ

上川　颯太(4)  15.74 (-1.0) 清水　滉晟(4)  15.74 (-1.4) 上松　頼幸(4)  16.03 (-1.0) 山﨑　奏太(4)  16.16 (-1.4) 齋藤　光(4)  16.28 (-1.4) 湯川　瑠偉(3)  16.33 (-1.4) 徳田　貴市(4)  16.33 (-1.0) 東山　紘士(4)  16.34 (-1.0)

和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ いわでAC のかみAC 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 海南アスリート

土橋　照由(6)  13.60 (-0.8) 山口　隼人(5)  14.40 (-0.8) 中山　暁翔(6)  14.51 (-0.8) 上地　諒弥(5)  14.53 (-0.8) 福田　一真(6)  14.74 (-0.8) 後藤　世逢(6)  14.76 (-0.8) 山口　玄馬(6)  15.10 (+0.6) 辻川　海斗(5)  15.28 (-0.8)

和歌山陸上クラブ のかみAC 紀の国AC 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 野崎Ｔ＆Ｆ

石津　亮太(5)  2:44.70 今西　彩人(5)  2:46.47 山田　那和(5)  2:47.69 出口　凜人(5)  2:48.29 寺井　祥登(5)  2:57.92 小松　長壱(5)  3:00.40 馬田　樹(5)  3:11.78 奥野　晃介(5)  3:15.49

有田JAC 上岩出小学校 有田JAC 有田JAC 紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC 海南アスリート

山口　隼人(5)  4.15 (-0.5) 中村　宗介(5)  3.45 (-1.5) 辻川　海斗(5)  3.24 (-0.8) 高橋　慶(5)  w3.22 (+2.1) 西　瑛都(5)  2.75 (+1.8) 井畑　嵐翔(5)  2.60 (-0.4)

のかみAC 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ 野崎Ｔ＆Ｆ 海南アスリート のかみAC

土橋　照由(6)  2:22.74 坂本　昊佑(6)  2:37.93 福田　一真(6)  2:43.19 山﨑　友善(6)  2:47.69 山口　玄馬(6)  2:49.44 新山　雄彗(6)  2:59.72 張間　悠音(6)  3:01.02

和歌山陸上クラブ 潮岬小学校 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 和歌山陸上クラブ 海南アスリート 海南アスリート

岡中　亮祥(6)  3.75 (+0.6) 喜多　凌雅(6)  3.63 (-1.0) 後藤　世逢(6)  3.60 (+1.8) 田渕　佑樹(6)  w3.25 (+2.2) 神田　空汰(6)  3.09 (-0.8)

紀の国AC 紀の国AC 紀の国AC のかみAC 紀の国AC

尾上　功志郎(4)  2:48.71 東山　紘士(4)  2:49.32 井上　慶祐(4)  2:50.69 木下　幸哉(4)  3:01.13 竪　雅来斗(4)  3:05.62 山本　晴輝(3)  3:09.35 藤井　統輝(4)  3:10.61 江口　太登(3)  3:12.72

のかみAC 海南アスリート 有田JAC いわでAC 根来小学校 のかみAC 野崎Ｔ＆Ｆ 上岩出小学校

上松　頼幸(4)  3.72 (-0.2) 井上　旺紀(4)  3.50 (-1.1) 齋藤　光(4)  3.33 (+0.6) 後藤　莉武(4)  2.89 (+0.9) 坪中　理貴(4)  2.52 (-0.2) 岡　悠葵(3)  2.27 (-0.2)

いわでAC 海南アスリート 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC

和歌山陸上クラブA  56.19 のかみAC A  56.82 紀の国ACーＡ  56.92 紀の国ACーＢ  59.25 紀の国ACーＤ  59.54 有田JAC-A  1:00.46 紀の国ACーＥ  1:01.47 野崎Ｔ＆Ｆ  1:01.53

棟保　詩歩(6) 田渕　佑樹(6) 後藤　世逢(6) 瀧本　湖子(6) 辻本　太祇(5) 坂井　斗哉(6) 中村　宗介(5) 辻川　海斗(5)

土橋　照由(6) 山口　隼人(5) 中山　暁翔(6) 岡中　亮祥(6) 上地　諒弥(5) 石津　亮太(5) 小松　長壱(5) 川口　涼玖(6)

福田　一真(6) 辻村　季咲(6) 岩井　優奈(6) 雜賀　柚佳(6) 岩本　麗良(5) 岩木　妃乃(5) 島田　花(5) 辻川　心愛(5)

小倉　美玲(6) 小川　笑凜(6) 中谷　柚巴(6) 喜多　凌雅(6) 南方　萌愛(5) 森田　菜々(6) 松村　怜奈(5) 光定　椿季(5)

林　龍雅(3)  11.58 (-0.5) 福井　凱斗(3)  11.64 (-0.5) 岩井　晃成(3)  11.65 (-0.5) 小川　幸輝磨(3)  11.84 (-0.5) 武部　慧(3)  11.92 (-0.5) 國見　泰輝(3)  11.95 (-0.5) 井沼　佑輔(3)  11.97 (-0.4) 鈴木　海地(3)  12.12 (-0.4)

明和中 和大附中 高積中 岩出第二中 野上中 東中 桐蔭中 東中

武部　慧(3)  2:10.33 中川　和貴(3)  2:11.46 鳥飼　昌也(3)  2:14.51 平井　巧真(2)  2:15.36 中谷　吾友都(3)  2:16.93 小池　奏空(3)  2:20.15 西田　遼汰(3)  2:20.53 中谷　伊織(3)  2:20.92

野上中 大成中 貴志川中 西脇中 野上中 大成中 野上中 貴志川中

西岡　健人(2)  9:56.21 稲田　来絆(2)  9:57.14 大畑　裕一朗(2)  10:01.66 鳴神　知希(3)  10:10.26 平井　巧真(2)  10:11.25 高田　冬馬(2)  10:18.64 岩本　悠郁斗(2)  10:20.34 延明　風依吏(2)  10:21.21

東海南中 西脇中 東中 下津第二中 西脇中 和歌山パラアスリートクラブ 日進中 高積中

東中  45.92 明和中  46.24 高積中Ａ  46.37 桐蔭中A  46.53 河西中  47.33 西脇中A  47.84 野上中A  49.65 城東中  50.54

長尾　來夢(3) 林　涼太(2) 高木　大輝(3) 中村　和真(2) 大谷　惇仁(3) 小川　慶太(2) 二川　晴斗(2) 加藤　景太朗(3)

鈴木　海地(3) 林　龍雅(3) 岩井　晃成(3) 梅本　怜旺(3) 川上　裕太朗(2) 小林　夢陽(2) 武部　慧(3) 黒松　　凪(3)

國見　将輝(3) 岡田　晴太(3) 坂東　颯翔(3) 井沼　佑輔(3) 川上　貫太朗(2) 原田　悠成(3) 横谷　飛友(3) 石橋　直弥(2)

國見　泰輝(3) 笹谷　啓人(2) 後藤　玖音(2) 小池　愛幸(3) 平前　亨真(3) 尾﨑　倖生(3) 宇城　悠生(2) 坂口　賢太郎(3)

辻本　悠晴(3)  6.57 (+1.4) 岩井　晃成(3)  6.35 (+1.7) 山本　晴海(2)  w5.84 (+2.4) 後藤　玖音(2)  5.56 (+1.3) 河野　龍大(3)  5.52 (+0.6) 福井　凱斗(3)  w5.36 (+3.9) 坂東　颯翔(3)  w5.31 (+2.9) 小林　夢陽(2)  w5.28 (+2.1)

貴志川中 GR 高積中 西浜中 高積中 和大附中 和大附中 高積中 西脇中

國部　佑心(3)  9.43 溝渕　友耀(3)  8.82 笹　将汰(2)  8.67 綾部　直紀(3)  8.58 市川　羅海(3)  8.52 堀口　翔琉(3)  8.33 北橋　慶太(2)  7.56 横谷　飛友(3)  7.21

城東中 西脇中 大成中 西脇中 大成中 粉河中 海南中 野上中

中野　翔大(4)  10.82 (+1.2) 原　聡志  10.87 (+1.2) 岡本　悠弥(3)  11.15 (+1.2) 須佐見　容平(2)  11.21 (+1.2) 鈴木　陸宇(2)  11.22 (-0.5) 東　大生(3)  11.25 (+1.2) 中村　心之輔(3)  11.27 (-0.5)

大阪体育大 GR NEXUS AC・大阪 和歌山工 海南 星林 笠田 星林

廣谷　帝紀  11.22 (+1.2)

W.A.S

東　大生(3)  49.42 岡　知輝(2)  51.44 辻　健吾(3)  51.82 川口　聡琢(2)  52.11 須佐見　容平(2)  52.53 山田　奨真(3)  52.56 坂口　敏基(2)  53.38 永野　樹(1)  53.74

笠田 那賀 海南 和歌山北 海南 桐蔭 和歌山北 和歌山北

奥村　桜雅(3)  9:06.87 谷口　博紀  9:06.99 露口　大地(3)  9:11.88 水野　詠介(3)  9:30.38 森下　隆成(3)  9:39.92 田中　陸渡(3)  9:41.98 德留　悠真(3)  9:42.09 濱崎　隆哉(2)  9:54.39

和歌山工 FIELDHOUSE 海南 和歌山大 海南 那賀 和歌山工 海南

和歌山工  43.43 桐蔭  44.33 海南A  44.81 開智  45.59 海南B  47.51

畑口　陸斗(2) 山田　奨真(3) 中西　航志(3) 西邑　勇人(2) 橋脇　一哲(2)

堂野前　玲乙(3) 的野　直矢(3) 辻　健吾(3) 山本　将也(2) 岩田　拓也(2)

岡本　悠弥(3) 加藤　伊織(3) 須佐見　容平(2) 小新　勇真(3) 口井　淳平(1)

林　久遠(3) 東山　健人(3) 新家　匠馬(2) 土生　匠真(3) 服部　賢慎(2)

堀井　卓  6.20 (+1.1) 井原　健人(3)  w6.13 (+2.1) 大森　胡晴(2)  w5.95 (+2.4) 小林　拓未(2)  5.85 (+2.0) 原山　将輔  w5.67 (+3.2) 片山　尚則(4)  5.57 (+1.8) 新家　匠馬(2)  5.44 (+0.6) 中島　　和毅(1)  w5.18 (+2.1)

29SA 和歌山大 笠田 和歌山北 FIELDHOUSE 和歌山大 海南 那賀

堀井　卓  w11.74 (+2.1) 垣本　恭孝  w13.44 (+2.1)

29SA 和歌山パラアスリートクラブ

石川　悦久  19:58.28

和歌山陸協

吉丸　博隆  18:11.60 玉置　慶輔  19:39.51 池本　亨  19:48.88

和歌山マスターズ GR 和歌山マスターズ 和歌山市
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海南市民総合スポーツ大会（大会コード：２２30070５）
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小学3、4年男子 5月1日 100m
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40名

52名

走幅跳

5月1日 800m

5月1日 走幅跳

小学5年男子

5月1日 800m

5月1日 走幅跳

小学男女混合 5月1日 4x100mR

5月1日 800m

小学6年男子

小学1、2年男子 5月1日 100m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

20名

2022年5月1日（日）
紀三井寺公園陸上競技場（競技場コード：301010）

5月1日 走幅跳

5月1日 400m

7位 8位

5月1日 3000m

5月1日 走幅跳

小学4年以下男子

高校・一般男子

800m

5月1日



種別 期日 種目 人数

海南市民総合スポーツ大会（大会コード：２２30070５）

1位 2位 3位 4位 5位 6位

2022年5月1日（日）
紀三井寺公園陸上競技場（競技場コード：301010）

7位 8位
形見　ののか(2)  17.86 (-0.4) 張間　葵音(2)  17.96 (-0.8) 前田　純怜(2)  18.29 (-0.8) 本郷　紗彩(2)  18.59 (-0.8) 保田　葉月(2)  18.66 (-0.8) 森崎　柚葉(2)  18.79 (-0.8) 宍戸　心春(2)  18.98 (-0.8) 三浦　優依(2)  19.04 (-0.8)

和歌山陸上クラブ 海南アスリート 野崎Ｔ＆Ｆ 和歌山陸上クラブ 野崎Ｔ＆Ｆ 野崎Ｔ＆Ｆ 黒江小 野崎Ｔ＆Ｆ

福田　紗良(4)  15.69 (-0.5) 森木　香湖(4)  15.82 (-0.5) 北村　結夢(4)  16.06 (-0.5) 浅井　美咲(4)  16.09 (-0.5) 前田　美怜(4)  16.23 (-0.5) 國祐　彩名(4)  16.44 (-0.5) 中谷　唱乃(3)  16.64 (-0.5) 芝　春乃(3)  17.03 (+0.4)

西和佐小学校 のかみAC 和歌山陸上クラブ いわでAC 野崎Ｔ＆Ｆ 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 和歌山パラAC

小川　笑凜(6)  14.06 (+0.1) 岩井　優奈(6)  14.59 (+0.1) 辻村　季咲(6)  14.63 (+0.1) 森田　菜々(6)  14.89 (+0.1) 雜賀　柚佳(6)  15.07 (+1.7) 楠本　ゆら(6)  15.10 (+0.1) 光定　椿季(5)  15.17 (+1.7) 島田　花(5)  15.32 (+1.7)

のかみAC 紀の国AC のかみAC 有田JAC 紀の国AC 海南アスリート 野崎Ｔ＆Ｆ 紀の国AC

片山　伊織(5)  2:45.52 岩本　麗良(5)  2:47.35 岩木　妃乃(5)  2:56.45 榎本　奈音(5)  3:03.01

紀の国AC 紀の国AC 有田JAC 海南アスリート

三宅　望未(5)  3.27 (+0.1) 南方　萌愛(5)  3.27 (-0.7) 野上　怜愛(5)  2.73 (+0.7)

のかみAC 紀の国AC のかみAC

森田　菜々(6)  2:36.37 岩井　優奈(6)  2:36.58 大畑　結愛(6)  2:51.37 古澤　帆波(6)  2:56.98 橋崎　真琳(6)  3:04.32 大浦　苺夏(6)  3:09.91

有田JAC 紀の国AC 安原小学校 和歌山陸上クラブ Team　Arai 和歌山陸上クラブ

小嶋　瑞希(6)  3.64 (-0.2) 小倉　美玲(6)  3.28 (-0.3) 泉　優月(6)  3.23 (+0.8) 谷上　莉瑚(6)  w3.21 (+2.1) 佐藤　莉唯奈(6)  3.20 (-1.0)

田辺AC 和歌山陸上クラブ 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 紀の国AC

浅井　美咲(4)  2:50.60 白樫　実祈(4)  2:51.29 髙橋　茉衣(4)  3:01.45 前田　結月(4)  3:04.70 芝　春乃(3)  3:06.00 今西　柚花(3)  3:07.41 松岡　陽愛(4)  3:08.22 関　千遥(3)  3:08.25

いわでAC 浜宮小学校 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 和歌山パラAC 上岩出小学校 上岩出小学校 野崎Ｔ＆Ｆ

國祐　彩名(4)  3.29 (+1.0) 北村　結夢(4)  3.23 (-0.2) 小林　結芽(4)  2.98 (-1.1) 矢田　千紗(3)  2.79 (+1.3)

和歌山陸上クラブ ＝GR 和歌山陸上クラブ 紀の国AC 紀の国AC

保田　美羽(3)  12.70 (+0.8) 森本　琥海(3)  12.80 (+0.8) 松本　彩生(3)  12.94 (+0.8) 藤田　新菜(3)  13.12 (+0.8) 田中　希歩(2)  13.23 (+0.8) 中山　琴望(2)  13.37 (+0.2) 古谷　優奈(2)  13.43 (+0.2) 田中　美結(3)  13.48 (+0.8)

吉備中 城東中 桐蔭中 明和中 日進中 和大附中 河西中 城東中

大川　菜々美(3)  2:22.06 井上　菜々子(3)  2:30.00 中前　海莉(2)  2:31.40 溝口　佳世(3)  2:31.57 山下　真央(2)  2:33.06 佐原　希咲(3)  2:33.98 新谷　日菜子(3)  2:35.56 宮脇　彩乃(3)  2:36.28

和大附中 高積中 海南中 大成中 岩出第二中 保田中 野上中 桐蔭中

大川　菜々美(3)  4:50.73 中前　海莉(2)  5:05.90 井上　菜々子(3)  5:08.64 吉村　弥依(2)  5:15.87 松本　華波(2)  5:18.44 執行　颯夏(2)  5:20.19 川手　菜央(2)  5:23.45 大津　心優(2)  5:23.90

和大附中 海南中 高積中 巽中 西脇中 西脇中 大成中 西脇中

桐蔭中A  52.02 近大和歌山中  52.46 城東中  53.48 明和中  53.58 和大附中  54.16 東中  55.01 河西中  55.16 大成中  55.38

岡﨑　礼紗(3) 岡中　麻依(3) 北谷　　香百(3) 中野　実奈(3) 室谷　珠紀(2) 丸山　菜々美(3) 今森　彩花(3) 溝口　佳世(3)

松本　彩生(3) 片山　恵(3) 田中　美結(3) 藤田　新菜(3) 中山　琴望(2) 関本　晏和(2) 髙山　雫(2) 玉置　由奈(3)

柳　緒珠(2) 坂田　麻沙希(2) 森本　琥海(3) 井上　さくら(3) 小川　愛菜(2) 打田　明日香(2) 古谷　優奈(2) 湯川　明彩(3)

宮本　あんみ(3) 橋本　みやび(2) 硲　也華(3) 中西　咲華(3) 藤木　鈴(3) 山口　桃花(3) 宮下　結愛(3) 道明　由梨奈(2)

保田　美羽(3)  5.41 (-0.7) 坂本　愛侑(2)  5.08 (-0.5) 愛宕　花梨(1)  4.71 (+0.1) 中西　咲華(3)  4.54 (-0.7) 岡本　日菜子(1)  4.50 (-1.0) 湯川　明彩(3)  4.38 (-1.0) 岡中　麻依(3)  4.36 (+0.6) 吉本　朱里(2)  4.28 (-0.5)

吉備中 GR 日進中 桐蔭中 明和中 紀の国AC 大成中 近大和歌山中 貴志川中

宮脇　奈那(3)  9.01 小川　愛菜(2)  8.19 坂本　直(3)  8.13 堀井　琉杏(3)  7.97 山口　桃花(3)  7.92 新谷　玲水(3)  7.16 有光　寿理愛(2)  6.63 奥野　涼(3)  6.43

東中 和大附中 野上中 29SA 東中 野上中 大成中 明和中

福原　絢音(1)  w12.85 (+2.1) 村山　凜花(2)  w12.91 (+2.1) 中俣　真菜美(3)  w12.99 (+2.1) 戸田　奈菜羽(2)  w13.60 (+2.1) 坂口　萌香(1)  w13.72 (+2.4) 藤井　美乃莉(3)  w13.83 (+2.1) 木村　愛梨(1)  w13.86 (+2.4) 九鬼　那柚(3)  w14.09 (+2.1)

清風南海・大阪 開智 海南 和歌山大 星林 那賀 星林 海南

本原　由梨(3)  1:04.53 藤井　美乃莉(3)  1:05.77 久保　紫瑛(3)  1:06.67 石橋　依咲(2)  1:08.97

開智 那賀 那賀 笠田

渕川　桃未(3)  5:02.43 東垣内　夏妃(2)  5:31.35

海南 海南

近大和歌山  50.88

原　陽菜佳(1)

辻本　奏音(1)

中田　妃奈里(1)

前西　咲良(2)

前西　咲良(2)  5.56 (+1.7) 中俣　真菜美(3)  w5.18 (+2.8) 丸尾　明代(2)  5.12 (+0.2) 山西　真由(1)  w5.02 (+3.0) 九鬼　那柚(3)  w4.96 (+2.7) 長澤　真生(3)  4.85 (+2.0) 奥山　妃来(3)  4.60 (+0.7) 草山　珠々(1)  4.28 (+1.4)

近大和歌山 GR 海南 和歌山大 橋本 海南 和歌山工 和歌山工 近大和歌山

河西中  50.62 野上中A  53.07 野上中B  54.87 野上中C  58.10

大谷　惇仁(3) 横谷　飛友(3) 二川　晴斗(2) 中谷　吾友都(3)

川上　裕太朗(2) 中前　心和(3) 吉津　心羽(3) 柳瀬　早彩(3)

古谷　優奈(2) 新谷　れおな(3) 新谷　日菜子(3) 新谷　玲水(3)

宮下　結愛(3) 武部　慧(3) 宇城　悠生(2) 西田　遼汰(3)

期日 時間 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速m/sec

5月1日 9:00 雨 16.0 85 北 0.5

5月1日 10:00 雨 16.0 85 東 0.4

5月1日 11:00 曇 17.5 80 南東 0.6

5月1日 12:00 曇 18.0 77 北東 1.6

5月1日 13:00 曇 20.0 64 北北東 2.5

5月1日 14:00 曇 21.0 61 北北東 1.1

5月1日 15:00 晴 20.0 56 北 3.4

5月1日 16:00 晴 20.0 52 北 2.4

4チーム共通混合男女 5月1日 4x100mR

8名

2チーム

4名

21名

26名

36名

グ
ラ
ウ
ン
ド
コ
ン
デ
ィ

シ
ョ

ン

3名

6名

91名

32名

15名

14名

33名

21チーム

15名

14名

5月1日 走幅跳

5月1日 走幅跳

5月1日 800m

5月1日 走幅跳

5月1日 800m

5月1日 800m

5月1日 100m

5月1日 100m

小学1、2年女子 5月1日 100m

高校・一般女子

中学女子

小学3、4年女子

小学5、6年女子

5月1日 走幅跳

5月1日 砲丸投

5月1日

5名

16名

7名

5月1日 400m

5月1日 1500m

5月1日 100m

小学5年女子

5月1日 4x100mR

5月1日 走幅跳

1500m

5月1日 4x100mR

5月1日 100m

5月1日 800m

小学6年女子

小学4年以下女子

2名

山下　三晴

宮脇　　工

主催：

共催： 海草地方中学校体育連盟

主管： 海南・海草地方陸上競技協会　海草地方中学校体育連盟陸上競技専門部

海南市体育協会　海南・海草地方陸上競技協会 総務：

記録主任：

審判長：

川村　栄司

GR：大会新　＝ＧＲ：大会タイ　w (wind assist) : 追風参考



競技会名
主催
主管
会場

種目 ラウンド 新記録の区分 タイム No. 氏名 所属 期日 備考
男子中学走幅跳 決勝 GR  6.57 2-513 辻本　悠晴 貴志川中 2022/5/1
男子高校・一般100m 決勝 GR  10.82 349 中野　翔大 大阪体育大 2022/5/1
男子50歳以上5000m 決勝 GR  18:11.60 1431 吉丸　博隆 和歌山マスターズ 2022/5/1
男子高校砲丸投 決勝 GR  15.16 408 大島　ブルースリー 海南 2022/5/1
男子高校砲丸投 決勝 GR  15.17 269 桑添　喬偉 和歌山工 2022/5/1
女子中学走幅跳 決勝 GR  5.41 5-502 保田　美羽 吉備中 2022/5/1
女子高校・一般走幅跳 決勝 GR  5.56 380 前西　咲良 近大和歌山 2022/5/1
女子小学4年以下走幅跳 決勝 ＝GR  3.29 2-407 國祐　彩名 和歌山陸上クラブ 2022/5/1

ＧＲ：大会新
=ＧＲ:大会タイ

海南市民スポーツ大会
海南市体育協会 海南海草地方陸上競技協会
海南海草地方陸上競技協会
紀三井寺公園陸上競技場


